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＜仙台＞ 
―――――――20 阿部―――――――― 
――――30 西村―――10 梁勇基―――― 
―23 中野―６板倉――７奥埜―29 古林― 
――34 椎橋――27 大岩――13 平岡――― 
――――――１シュミット―――――― 

 
＜磐田＞ 

―――――――20 川又―――――――― 
――――11 松浦―――22 大久保―――― 
―24 小川大―13 宮崎―７田口―５櫻内― 
――35 森下――３大井――41 高橋――― 
―――――21 カミンスキー―――――― 

       （ケイン） 
 

 
七夕前日の仙台を出発し、長旅の行先はヤマハスタジアム。サポーターの願い

が叶う夜になるか。 
磐田はここ６戦未勝利と、調子に乗り切れていない。うち４試合が無得点で、

得点力に課題を残す。大黒柱の中村俊輔をはじめとして主力に怪我人が多く、夏

に獲得した大久保嘉人もフィットするにはもう少しかかりそう。一方、守備陣は

カミンスキーを中心に経験豊富な選手が多く、大崩れしない安定感がある。 
仙台はホームの連戦で勝利を得られず。前半の失点が多く、試合を難しくして

しまっている。試合間隔は短いが、切り替えて臨みたい。今年はＷ杯の影響で夏

場も連戦が多く、更に猛暑が追い打ちをかけ、条件的にはとても厳しい。体力面、

精神面でフレッシュな選手を起用しながら、試練の夏を乗り切りたい。 
リーグ戦も後半に入ったが、中位はまだまだ混戦。トップ５に向け、好調のア

ウェイで勝点３を持って帰ろう。               （ケイン） 

 

2018 J リーグ ディビジョン 1 【第 19 節現在】暫定 
順位 チーム 勝点 試合 勝 分 負 得点 失点 得失点 

1 広島 44 19 14 2 3 31 13 18 

2 F 東京 37 19 11 4 4 29 17 12 

3 川崎 33 18 10 3 5 25 15 10 

4 札幌 30 18 8 6 4 24 21 3 

5 神戸 29 19 8 5 6 26 21 5 

6 C 大阪 29 19 7 8 4 24 23 1 

7 浦和 27 19 7 6 6 22 16 6 

8 清水 27 18 8 3 7 25 22 3 

9 鹿島 26 19 7 5 7 25 24 1 

10 仙台 26 19 7 5 7 23 30 -7 

11 湘南 25 18 7 4 7 23 23 0 

12 磐田 25 19 6 7 6 19 19 0 

13 横浜 FM 20 18 5 5 8 34 35 -1 

14 長崎 20 19 6 2 11 24 31 -7 

15 柏 20 19 6 2 11 21 29 -8 

16 Ｇ大阪 17 19 4 5 10 17 27 -10 

17 鳥栖 15 19 3 6 10 15 24 -9 

18 名古屋 13 18 3 4 11 17 34 -17 

2018  J リーグ ディビジョン 1 【第 20 節】 8 月 5 日(日) 

14:00 札幌－柏 札幌ド 18:00 名古屋－Ｇ大阪 豊田ス 

18:30 鹿島－清水 カシマ 19:00 浦和－長崎 埼玉ス 

19:00 FC 東京－神戸 味スタ 19:00 川崎Ｆ－横浜ＦＭ 等々力 

19:00 磐田－仙台 ヤマハ 19:00 広島－湘南 E スタ 

19:00 鳥栖－Ｃ大阪 ベアスタ    

 

 
 
 

【仙台の 5 勝 12 敗 11 分】 
1998/6/3 水 ナ杯予  仙台  H  4,570  主審:上川徹 
●2-6  仙台：阿部（良）、瀬川 
     磐田：アレサンドロ、福西 2、清水、高原、アジウソン 
2002/4/27 土  ナ杯予   鴨池  A  10,487  主審:上川徹 
●1-5  仙台：村上 
     磐田：西、ジヴコビッチ、藤田 2、中山 
2002/5/12 日  ナ杯予  仙台  H  19,118  主審:太田潔 
●0-1  磐田：河村 
2002/8/10 土 J1 1st14  磐田  A  16,723  主審:山西博文 
●0-4  磐田：藤田(PK)、高原 3 
2002/10/20 日 J1 2nd9   宮城ス  H  43,092  主審: 岡田正義 
■2v3  仙台：マルコス、山下 
     磐田：中山、西、川口 
2003/4/29 水 J1 1st6  宮城ス  H  33,443  主審:上川徹 
△1-1  仙台：エデー(PK) 
     磐田：名波 
2003/11/8 土 J1 2nd 12  磐田  A  13,537   主審:上川徹 
●0-1  磐田：グラウ(PK) 
2008/12/10 水  J1・J2 入れ替え戦 1  ユアスタ  H 18,974  主審:扇谷健司 
△1-1  仙台：ナジソン 
     磐田：松浦 
2008/12/13 土  J1・J2 入れ替え戦 2   ヤマハ  A  16,693  主審:岡田正義 
●1-2  仙台：梁 
     磐田：松浦 2 
2010/3/6 土  J1-1     ヤマハ  A  10,440  主審:松村和彦 
◎1-0  仙台：梁 
2010/9/1 水 ナ杯準々決勝 1   ヤマハ   A  5,032   主審:扇谷健司 
●1-2  仙台：太田 
    磐田：ジウシーニョ、西 
2010/9/8 水 ナ杯準々決勝 2   ユアスタ  H  7,317   主審:岡田正義 
△0-0 
2010/11/14 日  J1-30   ユアスタ  H   13,675   主審:柏原丈二 
◎3-0  仙台：中原、鎌田、中島 
2011/5/14 土   J1-11    ユアスタ  H   11,544   主審:家本政明 
△3-3  仙台：菅井、赤嶺、角田 
     磐田：山田、山崎、金園 
2011/8/24 水  J1-23     ヤマハ  A  8,693   主審:廣瀬格 
△1-1  仙台：赤嶺 
      磐田：オウンゴール 
2011/9/14 水 ナ杯 2 回戦 1  ユアスタ  H  7,360   主審:木村博之 
△0-0 
2011/9/28 水 ナ杯 2 回戦 2  ヤマハ  A   6,339  主審:東城穣 
●0-3  磐田：前田、山本（脩）2 
2012/4/7 土 J1-5  ユアスタ  H  13,147   主審:吉田寿光 
△2-2  仙台：関口、ウイルソン 
      磐田：菅沼、山本（康） 
2012/6/27 水 ナ杯 7   ユアスタ  H  9,865  主審:木村博之 
◎4-0  仙台：太田、ウイルソン、赤嶺、渡辺（広） 
2012/10/27 土 J1-30   ヤマハ  A  10,753   主審:家本政明  
△1-1  仙台：赤嶺   磐田：前田 
2013/7/13 土 J1-16   ユアスタ H  14,318   主審:扇谷健司 
△1-1  仙台：角田   磐田：前田 
2013/10/5 土  J1-28   ヤマハ  A   8,218  主審:吉田寿光 
△1-1  仙台：菅井   磐田：前田 
2016/6/25 土  J1 1st17   ヤマハ  A   12,070  主審:三上正一郎 
●0-3  磐田：アダイウトン 2、太田 
2016/11/3 木 J1 2nd 17  ユアスタ  H  19,315  主審:山本雄大 
●0-1  磐田：上田 
2017/3/4 土 J1- 2  ヤマハ  A  14,554  主審:西村雄一 
◎1-0  仙台：奥埜 
2017/4/12 水 YBC 杯 2  ユアスタ H 5,003   主審:家本政明 
◎2-0  仙台：クリスラン、佐々木 
2017/8/9 水 J1-21   ユアスタ H  11,500   主審:扇谷健司  
△0-0 
2018/4/21  土 J1-9   ユアスタ  H  13,316   主審:木村博之 
●0-3  磐田：松浦、小川、田口 
                                (ふく) 

  

☆予想スタメン☆ 

☆今日の見どころ☆ 

☆J1 順位表☆ 

☆今節の試合☆ 

☆過去の対戦成績☆ 
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☆ベガルタ仙台選手一覧

☆ジュビロ磐田選手一覧☆

  渡邉 晋（1973.10.10
名前 

シュミット 
 ダニエル 
永戸 勝也 
蜂須賀 孝治 
板倉 滉 
奥埜 博亮 
梁 勇基 
石原 直樹 
 
平岡 康裕 
矢島 慎也 
野津田 岳人 
富田 晋伍 
ラファエル

ソン 
ジャーメイ

ン 良 
阿部 拓馬 
関 憲太郎 
川浪 吾郎 
中野 嘉大 
菅井 直樹 
大岩 一貴 
古林 将太 
西村 拓真 
常田 克人 
椎橋 慧也 
イ ユノ 
金 正也 

関口 訓充 

ハーフナー

マイク 

工藤 蒼生 

宮脇 健太 

工藤 真人 

山下 諒時 

菅原 龍之助 

坂本 琉維 

粟野 健翔 

佐藤 唯斗 

  名波 浩 (19
名前 

八田 直樹 
大井 健太郎 
新里 亮 
櫻内 渚 
田口 泰士 

ムサエフ 

太田 吉彰 
中村 俊輔 
松浦 拓弥 
宮崎 智彦 
松本 昌也 
アダイウト

ン 
中野 誠也 
小川 航基 

山田 大記 

川又 堅碁 
カミンスキ

ー 
大久保 嘉人 
山本 康裕 

ベガルタ仙台選手一覧

ジュビロ磐田選手一覧☆

1973.10.10 東京都生まれ

身長/体重 

196/90 松本山雅

172/71 法政大

180/77 仙台大

186/75 川崎フロンターレ

171/67 V・ファーレン長崎

173/72 阪南大

173/62 浦和レッズ

  
183/70 清水エスパルス

171/67 ガンバ大阪

176/71 清水エスパルス

169/64 東京ヴェルディユース

183/93 
EC
      

182/75 流通経済大

171/72 蔚山現代

178/81 横浜

192/84 アルビレックス新潟

176/66 川崎フロンターレ

178/70 山形中央高

183/78 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉

174/71 名古屋グランパス

178/70 富山第一高

187/81 大分トリニータ

177/69 市立船橋高

190/88 中東高

183/74 ガンバ大阪

171/66 セレッソ大阪

194/92 ヴィッセル神戸

166/66 
ベガルタ仙台ユース

167/65 
ベガルタ仙台ユース

171/64 
ベガルタ仙台ユース

179/69 
ベガルタ仙台ユース

180/71 
ベガルタ仙台ユース

169/67 
ベガルタ仙台ユース

160/58 
ベガルタ仙台ユース

172/69 
ベガルタ仙台ユース

(1972.11.28 静岡県

身長/体重 
185/76 ジュビロ磐田ユース

181/74 アルビレックス新潟

185/70 ヴァンフォーレ甲府

176/73 関西大

176/70 名古屋グランパス

183/75 
ナサフ

176/72 ベガルタ仙台

178/71 横浜

167/64 アビスパ福岡

170/68 鹿島アントラーズ

175/69 大分トリニータ

176/83 
パラナ

173/66 筑波大

186/78 桐光学園高

174/72 
カールスルーエ

184/76 名古屋グランパス

191/82 
ルフ

170/73 川崎フロンターレ

179/79 アルビレックス新潟

ベガルタ仙台選手一覧

ジュビロ磐田選手一覧☆

東京都生まれ） 
前所属 

松本山雅 FC 

法政大 
仙台大 
川崎フロンターレ 
・ファーレン長崎 

阪南大 
浦和レッズ 

清水エスパルス 
ガンバ大阪 
清水エスパルス 
東京ヴェルディユース

EC ヴィトーリア/ 
      ブラジル

流通経済大 

蔚山現代 FC /大韓民国

横浜 FC 
アルビレックス新潟 
川崎フロンターレ 
山形中央高 
ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉

名古屋グランパス 
富山第一高 
大分トリニータ 
市立船橋高 
中東高   /大韓民国

ガンバ大阪 

セレッソ大阪 

ヴィッセル神戸 

ベガルタ仙台ユース 
(2 種登録

ベガルタ仙台ユース 
(2 種登録

ベガルタ仙台ユース 
(2 種登録

ベガルタ仙台ユース 
(2 種登録

ベガルタ仙台ユース 
(2 種登録

ベガルタ仙台ユース 
(2 種登録

ベガルタ仙台ユース 
(2 種登録

ベガルタ仙台ユース 
(2 種登録

静岡県生れ) 
前所属 

ジュビロ磐田ユース 
アルビレックス新潟 
ヴァンフォーレ甲府 
関西大 
名古屋グランパス 
ナサフ カルシ 

/ウズベキスタン

ベガルタ仙台 
横浜 F・マリノス 
アビスパ福岡 
鹿島アントラーズ 
大分トリニータ 
パラナ 

/ブラジル

筑波大 
桐光学園高 
カールスルーエ SC 

/ドイツ

名古屋グランパス 
ルフ ホジュフ 

/ポーランド

川崎フロンターレ 
アルビレックス新潟 

ベガルタ仙台選手一覧☆ 

ジュビロ磐田選手一覧☆ 

 

 

東京ヴェルディユース 

ブラジル 

大韓民国 

 

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉 

大韓民国 
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41

 

【リーグ戦】

『仙台発』

☆８月２５日（土）川崎フロンターレ戦（等々力陸上競技場）

     

     

     

8/25 泉中央

等々力

8/26 泉崎～長町モール前～長町駅

→上杉勝山館前～台原ドンキホーテ向～北根交差点付近～八乙女駅～泉中央

着 
 
■旅行企画・実施／お申込・お問合せ先：東武トップツアーズ㈱仙台支店

TEL (022)263
休業日

宮城県仙台市青葉区中央

総合旅行業務取扱管理者

担当：片桐

 

☆ロシアワールドカップはフランスの優勝で終わりました。日本は決勝トーナメ

ントに進んだものの、サッカーでは鬼門の２点リードからの悔しい逆転負けしベ

スト１６で終わってしまいました。果たして４年後は・・・ベガルタから選手が

出ているのか、そしてポイチ監督に期待です！！

☆ワールドカップ後に再開されたＪ１リーグ戦となった横浜ＦＭ戦ではまさかの

チームワーストの８失点、その後の鳥栖戦では終了間際のカウンターからの得点

を守りきりましたが、Ｃ大阪戦では「あと３０秒」守りきれずに悔しい引き分け、

そして前節は最下位の名古屋に悔し

☆再開後はここまで１勝２敗１分け。やっばり「ベガルタは夏場

というジンクスは打ち破れないのか・・・・

☆気になるのがここにきてまた怪我人（野津田選手、矢島選手

ていること。早く復帰

☆今節がリーグ戦２０試合目ですが、ホームでの勝利はリーグ戦では第１節の柏

戦、第５節の長崎戦

なし！

☆前回磐田とはホームで

補強したりしているので

イク選手のベガルタ移籍後の初ゴールを期待しています。

                                

☆仙台七夕祭りへの「ベガルタ七夕飾り」の掲出について

８月６日（月）から８日（水）まで開催される仙台七夕祭りに今年もベガルタ

七夕飾りをクリスロード商店街さんのご協力をいただき常陽銀行付近に掲出しま

す。 

今年は最終日の８日１６時～にベガルタ七夕飾り前で選手が参加しての

影会が初めて行われますのでぜひ参加ください。

詳細はベガルタ仙台のホームページ

また、七夕飾りと選手・監督などに書いて頂いた願い事は湘南戦（８／１５）

にてコンコース等に掲出する予定ですのでこちらもどうぞご覧ください。

                              

<仙台七夕への掲出の様子
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【リーグ戦】 
『仙台発』 
☆８月２５日（土）川崎フロンターレ戦（等々力陸上競技場）

     13,000 円（お一人様・夜食付）

     15,000 円（上記＋ビジターＡ自由席付）

     上記代金にプラス￥５，０００にてＷシート

泉中央 10:00→仙台駅東口

等々力競技場 17:00 着→

泉崎～長町モール前～長町駅

→上杉勝山館前～台原ドンキホーテ向～北根交差点付近～八乙女駅～泉中央

■旅行企画・実施／お申込・お問合せ先：東武トップツアーズ㈱仙台支店

TEL (022)263-3232 FAX (022)265
休業日 土曜・日曜・祝日・年末年始

宮城県仙台市青葉区中央

総合旅行業務取扱管理者

担当：片桐 正弘  

☆ロシアワールドカップはフランスの優勝で終わりました。日本は決勝トーナメ

ントに進んだものの、サッカーでは鬼門の２点リードからの悔しい逆転負けしベ

スト１６で終わってしまいました。果たして４年後は・・・ベガルタから選手が

出ているのか、そしてポイチ監督に期待です！！

☆ワールドカップ後に再開されたＪ１リーグ戦となった横浜ＦＭ戦ではまさかの

チームワーストの８失点、その後の鳥栖戦では終了間際のカウンターからの得点

を守りきりましたが、Ｃ大阪戦では「あと３０秒」守りきれずに悔しい引き分け、

そして前節は最下位の名古屋に悔し

再開後はここまで１勝２敗１分け。やっばり「ベガルタは夏場

というジンクスは打ち破れないのか・・・・

☆気になるのがここにきてまた怪我人（野津田選手、矢島選手

ていること。早く復帰

☆今節がリーグ戦２０試合目ですが、ホームでの勝利はリーグ戦では第１節の柏

戦、第５節の長崎戦のみとなっています

なし！）アウェイでは５勝していますので今日も勝利をお願いします。

前回磐田とはホームで

補強したりしているので

イク選手のベガルタ移籍後の初ゴールを期待しています。

                                

☆仙台七夕祭りへの「ベガルタ七夕飾り」の掲出について

８月６日（月）から８日（水）まで開催される仙台七夕祭りに今年もベガルタ

七夕飾りをクリスロード商店街さんのご協力をいただき常陽銀行付近に掲出しま

 

今年は最終日の８日１６時～にベガルタ七夕飾り前で選手が参加しての

が初めて行われますのでぜひ参加ください。

詳細はベガルタ仙台のホームページ

また、七夕飾りと選手・監督などに書いて頂いた願い事は湘南戦（８／１５）

にてコンコース等に掲出する予定ですのでこちらもどうぞご覧ください。

                              

仙台七夕への掲出の様子

☆募集中のアウェイツアー

小川 大貴 
大南 拓磨 
藤川 虎太朗 
荒木 大吾 
上原 力也 
志村 滉 
藤田 義明 
針谷 岳晃 
森下 俊 
三浦 龍輝 
モルベッキ 
伊藤 洋輝 
高橋 祥平 

☆８月２５日（土）川崎フロンターレ戦（等々力陸上競技場）

円（お一人様・夜食付）

円（上記＋ビジターＡ自由席付）

上記代金にプラス￥５，０００にてＷシート

（２座席を１人利用・バス１台当り５席）

→仙台駅東口 10:30→東北道～首都高速（休憩２～３回）→

着→19:00 試合開始→終了後

泉崎～長町モール前～長町駅 2:30 着～河原町駅～愛宕橋駅→仙台駅

→上杉勝山館前～台原ドンキホーテ向～北根交差点付近～八乙女駅～泉中央

■旅行企画・実施／お申込・お問合せ先：東武トップツアーズ㈱仙台支店

3232 FAX (022)265-5765 営業時間

土曜・日曜・祝日・年末年始 〒
宮城県仙台市青葉区中央 1-6-18 山一仙台中央ビル

総合旅行業務取扱管理者 田口 英之／ボンド保証会員

☆ロシアワールドカップはフランスの優勝で終わりました。日本は決勝トーナメ

ントに進んだものの、サッカーでは鬼門の２点リードからの悔しい逆転負けしベ

スト１６で終わってしまいました。果たして４年後は・・・ベガルタから選手が

出ているのか、そしてポイチ監督に期待です！！

☆ワールドカップ後に再開されたＪ１リーグ戦となった横浜ＦＭ戦ではまさかの

チームワーストの８失点、その後の鳥栖戦では終了間際のカウンターからの得点

を守りきりましたが、Ｃ大阪戦では「あと３０秒」守りきれずに悔しい引き分け、

そして前節は最下位の名古屋に悔しい敗戦に終わりました。

再開後はここまで１勝２敗１分け。やっばり「ベガルタは夏場

というジンクスは打ち破れないのか・・・・

☆気になるのがここにきてまた怪我人（野津田選手、矢島選手

ていること。早く復帰できることを願っています。

☆今節がリーグ戦２０試合目ですが、ホームでの勝利はリーグ戦では第１節の柏

のみとなっています

）アウェイでは５勝していますので今日も勝利をお願いします。

前回磐田とはホームで３失点し完敗しています

補強したりしているのでさらに油断は禁物

イク選手のベガルタ移籍後の初ゴールを期待しています。

                                

☆仙台七夕祭りへの「ベガルタ七夕飾り」の掲出について

８月６日（月）から８日（水）まで開催される仙台七夕祭りに今年もベガルタ

七夕飾りをクリスロード商店街さんのご協力をいただき常陽銀行付近に掲出しま

今年は最終日の８日１６時～にベガルタ七夕飾り前で選手が参加しての

が初めて行われますのでぜひ参加ください。

詳細はベガルタ仙台のホームページ(www.vegalta.co.jp)

また、七夕飾りと選手・監督などに書いて頂いた願い事は湘南戦（８／１５）

にてコンコース等に掲出する予定ですのでこちらもどうぞご覧ください。

                              

仙台七夕への掲出の様子> 

☆編集後記

募集中のアウェイツアー

172/73 明治大

184/76 鹿児島実業高

172/67 東福岡高

178/71 青山学院大

174/66 ジュビロ磐田

186/76 水戸ホーリーホック

181/77 大分トリニータ

166/56 昌平高

178/73 川崎フロンターレ

181/74 AC
187/79 ロアッソ熊本

188/80 ジュビロ磐田

180/73 ヴィッセル神戸

☆８月２５日（土）川崎フロンターレ戦（等々力陸上競技場）

円（お一人様・夜食付） 
円（上記＋ビジターＡ自由席付） 

上記代金にプラス￥５，０００にてＷシート 
（２座席を１人利用・バス１台当り５席）

→東北道～首都高速（休憩２～３回）→

試合開始→終了後 21:30 発→

着～河原町駅～愛宕橋駅→仙台駅

→上杉勝山館前～台原ドンキホーテ向～北根交差点付近～八乙女駅～泉中央

■旅行企画・実施／お申込・お問合せ先：東武トップツアーズ㈱仙台支店

営業時間 平日：9:00
〒980-0021 

山一仙台中央ビル 3 階 
英之／ボンド保証会員 

☆ロシアワールドカップはフランスの優勝で終わりました。日本は決勝トーナメ

ントに進んだものの、サッカーでは鬼門の２点リードからの悔しい逆転負けしベ

スト１６で終わってしまいました。果たして４年後は・・・ベガルタから選手が

出ているのか、そしてポイチ監督に期待です！！ 

☆ワールドカップ後に再開されたＪ１リーグ戦となった横浜ＦＭ戦ではまさかの

チームワーストの８失点、その後の鳥栖戦では終了間際のカウンターからの得点

を守りきりましたが、Ｃ大阪戦では「あと３０秒」守りきれずに悔しい引き分け、

い敗戦に終わりました。

再開後はここまで１勝２敗１分け。やっばり「ベガルタは夏場

というジンクスは打ち破れないのか・・・・ 

☆気になるのがここにきてまた怪我人（野津田選手、矢島選手

ことを願っています。 

☆今節がリーグ戦２０試合目ですが、ホームでの勝利はリーグ戦では第１節の柏

のみとなっています。（ルヴァン杯、天皇杯ではホームは負け

）アウェイでは５勝していますので今日も勝利をお願いします。

しています。磐田は

油断は禁物ですが、ここは

イク選手のベガルタ移籍後の初ゴールを期待しています。

                                

☆仙台七夕祭りへの「ベガルタ七夕飾り」の掲出について

８月６日（月）から８日（水）まで開催される仙台七夕祭りに今年もベガルタ

七夕飾りをクリスロード商店街さんのご協力をいただき常陽銀行付近に掲出しま

今年は最終日の８日１６時～にベガルタ七夕飾り前で選手が参加しての

が初めて行われますのでぜひ参加ください。 

(www.vegalta.co.jp)にてご確認ください

また、七夕飾りと選手・監督などに書いて頂いた願い事は湘南戦（８／１５）

にてコンコース等に掲出する予定ですのでこちらもどうぞご覧ください。

                              

編集後記☆ 

募集中のアウェイツアー

明治大 
鹿児島実業高 
東福岡高 
青山学院大 
ジュビロ磐田 U－18
水戸ホーリーホック

大分トリニータ 
昌平高 
川崎フロンターレ 
AC 長野パルセイロ 
ロアッソ熊本 
ジュビロ磐田 U－18
ヴィッセル神戸 

☆８月２５日（土）川崎フロンターレ戦（等々力陸上競技場） 

 
（２座席を１人利用・バス１台当り５席）

→東北道～首都高速（休憩２～３回）→

発→ 
着～河原町駅～愛宕橋駅→仙台駅 3:00

→上杉勝山館前～台原ドンキホーテ向～北根交差点付近～八乙女駅～泉中央

■旅行企画・実施／お申込・お問合せ先：東武トップツアーズ㈱仙台支店

9:00～18:00 

 

☆ロシアワールドカップはフランスの優勝で終わりました。日本は決勝トーナメ

ントに進んだものの、サッカーでは鬼門の２点リードからの悔しい逆転負けしベ

スト１６で終わってしまいました。果たして４年後は・・・ベガルタから選手が

☆ワールドカップ後に再開されたＪ１リーグ戦となった横浜ＦＭ戦ではまさかの

チームワーストの８失点、その後の鳥栖戦では終了間際のカウンターからの得点

を守りきりましたが、Ｃ大阪戦では「あと３０秒」守りきれずに悔しい引き分け、

い敗戦に終わりました。 

再開後はここまで１勝２敗１分け。やっばり「ベガルタは夏場(暑さ)に弱い」

☆気になるのがここにきてまた怪我人（野津田選手、矢島選手ほか）が増えてき

☆今節がリーグ戦２０試合目ですが、ホームでの勝利はリーグ戦では第１節の柏

ルヴァン杯、天皇杯ではホームは負け

）アウェイでは５勝していますので今日も勝利をお願いします。 

。磐田は川崎から大久保選手を

ここは新加入のハーフナーマ

イク選手のベガルタ移籍後の初ゴールを期待しています。 

                                 

☆仙台七夕祭りへの「ベガルタ七夕飾り」の掲出について 

８月６日（月）から８日（水）まで開催される仙台七夕祭りに今年もベガルタ

七夕飾りをクリスロード商店街さんのご協力をいただき常陽銀行付近に掲出しま

今年は最終日の８日１６時～にベガルタ七夕飾り前で選手が参加しての

にてご確認ください

また、七夕飾りと選手・監督などに書いて頂いた願い事は湘南戦（８／１５）

にてコンコース等に掲出する予定ですのでこちらもどうぞご覧ください。

                                

募集中のアウェイツアー☆ 

18 
水戸ホーリーホック 

 
 

18 

（２座席を１人利用・バス１台当り５席） 
→東北道～首都高速（休憩２～３回）→ 

3:00 着

→上杉勝山館前～台原ドンキホーテ向～北根交差点付近～八乙女駅～泉中央 3:30

■旅行企画・実施／お申込・お問合せ先：東武トップツアーズ㈱仙台支店 

☆ロシアワールドカップはフランスの優勝で終わりました。日本は決勝トーナメ

ントに進んだものの、サッカーでは鬼門の２点リードからの悔しい逆転負けしベ

スト１６で終わってしまいました。果たして４年後は・・・ベガルタから選手が

☆ワールドカップ後に再開されたＪ１リーグ戦となった横浜ＦＭ戦ではまさかの

チームワーストの８失点、その後の鳥栖戦では終了間際のカウンターからの得点

を守りきりましたが、Ｃ大阪戦では「あと３０秒」守りきれずに悔しい引き分け、

に弱い」

）が増えてき

☆今節がリーグ戦２０試合目ですが、ホームでの勝利はリーグ戦では第１節の柏

ルヴァン杯、天皇杯ではホームは負け

 

川崎から大久保選手を

新加入のハーフナーマ

 （さ） 

８月６日（月）から８日（水）まで開催される仙台七夕祭りに今年もベガルタ

七夕飾りをクリスロード商店街さんのご協力をいただき常陽銀行付近に掲出しま

今年は最終日の８日１６時～にベガルタ七夕飾り前で選手が参加しての記念撮

にてご確認ください 

また、七夕飾りと選手・監督などに書いて頂いた願い事は湘南戦（８／１５）

にてコンコース等に掲出する予定ですのでこちらもどうぞご覧ください。 

 （酒） 


